
日付 種目

安富　厳  w11.01 (+4.4) 古阪　優樹  w11.04 (+4.4) 西村　悠  w11.17 (+4.4) 植松　瑞希  w11.24 (+4.4) 山本　蒼  w11.28 (+4.4) 金倉　帆希  w11.30 (+4.4) 小屋敷　隼斗  w11.43 (+4.4) 小澤　天馬  w11.56 (+3.7)

広畑 姫路灘 朝日 出石 姫路東 飾磨東 和田山 鶴居

松本　琉空  11.79 (+0.3) 澤田　緯  11.85 (+0.3) 野村　謙心  11.92 (+0.3) 安田　麟太郎  11.98 (+0.3) 中村　柊仁  12.07 (+0.3) 下村　伯  w12.10 (+2.2) 上坂　優羽  12.21 (+0.3) 渡邊　愛士  12.22 (+0.3)

菅野 福崎東 増位 置塩 夢前 山陽 豊岡北 日高東

足立　英士  w12.22 (+4.4) 宗野　佑大  w12.63 (+4.4) 中筋　正人  w12.73 (+4.4) 山本　瑛大  w12.93 (+4.4) 山本　葵  w13.03 (+4.4) 福原　悠真  w13.05 (+4.4) 山本　紫陽  w13.23 (+4.4)

神河 山陽 山陽 和田山 和田山 山陽 和田山

松尾　匡晃  w13.23 (+3.9)

大津

足立　英士  w5.19 (+3.4) 安井　秀成  4.99 (+1.3) 中筋　正人  4.96 (+2.0) 森　亮祐  w4.58 (+5.1) 森田　凌成  w4.51 (+4.4) 室田　彪斗  w4.28 (+3.6) 齊藤　寿太郎  w4.25 (+4.2) 中水　龍也  w3.98 (+2.7)

神河 福崎西 山陽 網干 姫路高丘 白鷺小中 姫路高丘 網干

古阪　優樹  w22.70 (+4.1) 安富　厳  w22.93 (+4.1) 高見　陸亜  w23.23 (+4.1) 山本　恭平  w23.36 (+4.1) 西川　昇陽  w23.76 (+4.0) 上田　蓮大  w23.83 (+4.0) 澤田　緯  w23.86 (+4.1) 香田　隼佑  w23.95 (+4.6)

姫路灘 広畑 姫路広嶺 姫路灘 山陽 朝日 福崎東 大的

宗光　璃久  53.16 池田　成輝  53.23 原田　光  54.34 山本　優太  55.65 岡本　遥杜  56.41 八代　晃慶  57.08

広畑 姫路高丘 大白書 飾磨東 増位 姫路東

三和　龍之介  w14.59 (+6.1) 中井　翔太  w14.88 (+6.1) 近藤　蓮  w15.04 (+6.1) 加茂　真光  w15.20 (+6.1) 森澤　洸輝  w15.51 (+6.1) 小澤　天馬  w15.58 (+6.1) 茅野　璃音  w15.76 (+6.1) 大中　一毅  w15.91 (+6.1)

山陽 増位 姫路灘 広畑 大津 鶴居 広畑 神河

吉田　正道  w6.17 (+2.5) 小屋敷　隼斗  6.08 (+0.8) 臼井　光翔  w6.05 (+3.8) 森澤　洸輝  w5.88 (+2.2) 高尾　勇輝  5.83 (+1.8) 藤原　寧大  w5.83 (+4.2) 足立　隼人  w5.68 (+2.7) 青山　惺海  w5.57 (+4.1)

福崎西 和田山 広畑 大津 増位 広畑 神河 香寺

谷口　譲基  11.31 山田　快人  10.46 森川　智陽  10.29 藤本　悠暉  9.97 加納　強一郎  9.94 赤根　嶺緒  9.92 深水　善那  9.56 増田　康生  9.55

香寺 姫路灘 香寺 飾磨東 東光 大白書 安室 四郷

松山　翔星  32.02 深水　善那  30.31 藤本　悠暉  28.28 森川　智陽  27.58 山田　快人  27.57 赤根　嶺緒  26.45 小林　将純  24.78

安室 安室 飾磨東 香寺 姫路灘 大白書 増位

岩永　彩萌  w12.31 (+4.7) 津田　美夕  w12.86 (+4.7) 宿南　志帆  w12.93 (+4.7) 西嶋　亜央衣  w12.96 (+4.7) 井貫　花南  w13.02 (+3.8) 田中　なぎさ  w13.07 (+4.7)

姫路灘 広畑 豊岡南 飾磨東 広畑 豊富

德留　日菜  w13.02 (+4.7) 斧田　杏耶  w13.07 (+4.7)

豊富 姫路灘

安藤　雅姫  w13.01 (+2.3) 松本　あかり  w13.13 (+2.3) 大西　結  w13.28 (+2.3) 石飛　優生菜  w13.29 (+2.3) 舟引　萌恵  w13.45 (+2.3) 土野　楼琉  w13.52 (+2.3) 番場　恵梨  w13.58 (+2.3) 竹下　理央奈  w13.65 (+2.3)

東光 網干 山陽 姫路高丘 増位 出石 大白書 大津

中尾　巴映  w13.26 (+4.1) 藤原　明絆  w13.60 (+4.1) 松村　あかり  w13.71 (+4.1) 竹中　美華  w13.99 (+4.1) 長谷川　詩真  w14.06 (+4.1) 後藤　萌奈  w14.21 (+4.1) 竹内　紅葉  w14.28 (+4.1) 蓬莱　咲弥  w14.34 (+5.7)

和田山 神河 和田山 姫路高丘 神河 姫路高丘 神河 広畑

平山　風花  3.81 (+2.0) 宮田　凪紗  w3.79 (+3.2) 後藤　萌奈  w3.73 (+4.2) 竹中　美華  w3.69 (+2.2) 善入　紗彩  w3.63 (+4.4) 山内　華夏  w3.57 (+2.4) 望月　優那  w3.43 (+3.8) 八木　俐緒  w3.38 (+2.1)

広畑 大津 姫路高丘 姫路高丘 広畑 増位 大津 大津

岩永　彩萌  w25.75 (+4.3) 津田　美夕  w26.51 (+4.3) 安藤　雅姫  w26.63 (+4.3) 井貫　花南  w26.68 (+4.3) 大西　結  w27.01 (+4.3) 西嶋　亜央衣  w27.33 (+4.8) 舟引　萌恵  w27.38 (+4.3)

姫路灘 広畑 東光 広畑 山陽 飾磨東 増位

大森　彩加  w26.68 (+4.3)

姫路高丘

藤原　かれん  w13.94 (+5.7) 岩田　瑞希  w15.03 (+5.7) 坂本　和子  w15.35 (+5.7) 田中　なぎさ  w15.37 (+5.7) 山本　果歩  w15.92 (+5.7) 新家　真優  w16.01 (+5.7) 佐野　彩華  w16.02 (+5.7) 末戸　さくら  w16.16 (+5.7)

神河 四郷 姫路灘 豊富 山陽 広畑 四郷 神河

塚本　舞  w5.21 (+3.3) 藤澤　茉優  w4.89 (+2.9) 末戸　さくら  w4.82 (+3.7) 宮内　稚菜  4.71 (+2.0) 衣川　美生  w4.70 (+2.2) 中谷　はづき  w4.52 (+3.7) 岡﨑　瑠奈  w4.52 (+4.5)

山陽 大白書 神河 福崎西 飾磨東 姫路灘 姫路高丘

堀　桃萌  10.55 小林　優生  10.31 安達　江里菜  10.19 岩本　実夕  9.69 松場　琴音  9.66 橘　莉子  9.30 斎藤　日向  9.27 金澤　音華  8.23

増位 神河 飾磨東 姫路東 安室 飾磨東 姫路灘 山陽

橘　莉子  24.96 小林　優生  23.50 松場　琴音  23.17 春名　恵里花  22.49 井藤　柚吹  22.44 清瀬　奈那  22.41 金澤　音華  21.05 斎藤　日向  20.16

飾磨東 神河 安室 置塩 安室 山陽 山陽 姫路灘

砲丸投
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